
2015年11月1日  週間メッセージ祈りのカード                                                 (資料提供: インマヌエル・ソウル教会  http://www.darak.net, htpp://www.jcking.net) 

産業宣教：OMC時代の一心、全心、持続の方向 (39)「創3章問題」(創3：4

－5) 

聖日１部：神様が用いられる人  々(使9：10－15) 聖日２部：絶対者のものを見た人  々(使10：1－6) 伝道学：伝道者の生活の一心、全心、持続の方向 (39)「刻印フォーラム」 

1．今日の問題 

1) 世の中 － 精神病 

2) 教会 － 未自立 

3) 宗教界 － 紛争 

 

2．サタンの戦略 

1) 創3：4－5 

2) 創6：4－5 

3) 創11：1－8 

 

3．臨時的な成功 

1) 使13：1－12 

2) 使16：16－18 

3) 使19：8－20 

 

 

 

核心メッセージ：RUTC時代の一心、全心、持続の方向 (39)「創3：15の成

就者たち」 

 

1．原因と結果を知る人  々

1) 永遠の前の原因 (ロマ16：25) 

2) 創造前の原因 (エペ1：3－5) 

3) 根本的な原因 (創3、6、11章) 

4) 文化的、宗教的な原因 (使13、16、19章) 

5) 個人的な原因6つ  

 

2．より大きな真の答えを知る人  々

1) 創1：27－28、3：15、6：14、12：1－3 

2) 使13：1－4、16：6－10、19：1－7 (使1：1－8) 

3) 使2：1－47 

 

3．方法を知る人  々  

1) 使1：14 

2) 使2：1 

3) ガラ2：20 

 

聖書全体の体験者たち 

＊序論 

▲幼いときに何が入るかがとても重要だ。みなさんが、今、受けた恵み

や、受けたみことばの祝福は生涯に行ってなくならない。今日からみな

さんが信仰の根をずっとおろし始めれば、信仰の実がずっと出てくるよ

うになる。私が福音、信仰の根をおろして、過去も、家系、家族もみな変

えて生かすだろう。信仰は霊的なことであるために、根をおろして、実

も出てきて、伝達もされる。 

▲同じ時代に、アナニヤという人が聖書に三人が出てくる。 

1)使徒23:25,パウロ使徒を告発したアナニヤ。この人は成功した人なの

に、傲慢になって勘違いしている。こういう人を神様は用いられたこと

はない。 

2)使徒5:1-6,傷が多いアナニヤ。それゆえ比較意識が強くて、バルナバが

献金するのを見て自分も献金してだまして死んだ人だ。 

3)使徒9:1-15,今日の本文のアナニヤは、信仰と福音の刻印、根、体質化

になったアナニヤだ。この人に時代の答えを与えられた。 

▲福音で根をおろしたから、神様がアナニヤに一番良い祝福を与えられ

た。 

1.福音の根をおろしたアナニヤに与えられた祝福-パウロとの出会い 

1)モーセとパロ王の時刻表 

2)ヨセフとパロ王の時刻表 

3)ダビデとゴリヤテの時刻表 

4)アナニヤとパウロの時刻表-アナニヤが、ただ家で祈っているようだが

神様はパウロという大きい人物を付けられた。 

5)初代教会とヘロデ王の時刻表-初代教会が祈っていたのに、神様はヘ

ロデ王を呼んで行ってしまわれた。 

▲今日アナニヤに起きた祝福がみなさんにあることを希望する。 

2.神様が作られた時刻表の中にあるその人-パウロ 

▲天下の迫害者パウロを変えて、伝道者に作られる時間だった。みなさ

んの過去が全部変わって、伝道者としてひっくり返る祝福の時間、それ

が信徒だ。 

1)なぜダマスコへの道なのか。その近くにアナニヤが住んでいたため

だ。神様は、みなさんが住んでいる所に神様の働きを成し遂げられる

だろう。 

2)福音の力を味わえば、人、家系を生かす人として、職場の中の人をひっ

くり返すようになる。 

3.使徒1:8節が成就する時刻表の中に入った人 

▲使徒1:8、その中に入った人だ。まことの成功者だ。 

1)使徒9:15,アナニヤはパウロを生かす証人として、パウロは王を生かし

てローマを生かす証人として・・・ 

2)使徒9:17-18、パウロの目が開かれた。 

3)使徒9:18、アナニヤがパウロに洗礼を与えた。聖霊で洗礼を与える祝福

の時間だ。そして、地の果てまで行かなければならない証人になる。 

▲みなさんが神様の本当に祝福を受けなさい。 

4.結論 

▲福音の中にあればすべての人生が変わるのだ。Ⅱコリント5:17、キリ

ストの中にあれば、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなり

ました。この祝福をすべての信徒が捜し出すように、イエス様の御名で

祝福します。 

 

＊序論 

▲神様は、みなさんが必ず見なければならないことを見ることを希望

される。本当に今日の本文に出てきたペテロが見たこと、今日、本

当に皮なめしのシモンの家に起きた祝福、まことの門をあけて祝福

受けるコルネリオ・・・この三人の名前を合わせれば、ひとつの単語

が出てくる。「絶対者のことを見た人 !々」神様の目標はここにある。

このようになれば- 

1)伝道が何なのかを理解する祝福を受けるようになる。 

(1)使徒10:45,使徒13:48,伝道は神様が救われることに定められた者

に会うことだ。 

(2)使徒13章、16章、19章、伝道運動をするのに、周囲の暗やみの

勢力が崩れて、すべての災いを防ぐのだ。 

(3)ローマ16:25-27,伝道の中に全世界の歴史を動かす鍵が入って

いる。 

2)常識的に勉強して、努力して、最善を尽くさなければならなくて、最高

に行かなければならない。しかし、そのためにイエス様を十字架に

つけられたのではない。神様の絶対性の働きがある。ここまでを見

なければならない。 

3)絶対者のことを見た証人だ-レムナント7人(ヨセフ-エジプト,サムエル

-ペリシテ),バビロン時代の証人,ローマ時代の証人 

▲こういう人々に神様が与えられる祝福がある。 

1.世の中が絶対に知らない背景だ。 

1)使徒10:3,主の使い-これはペテロ、皮なめしシモン、コルネリオのた

めでなく、神様は重要な祝福を持っておられるのである。 

2)三つの流れを見るようになる-神様は今でも救いの働き、みことば成

就、祈りの答えの働きを成し遂げておられる。 

3)神様がみことばを持ってみなさんに多くの証拠で臨まれるようにな

る。 

2.神様が準備されたことがある。 

▲世の中の能力者が知らないことを神様が準備されたことを見るよう

になる。 

1)コルネリオを備えておかれた。(使徒10:1-6) 

2)使徒10:25、コルネリオが福音を聞いてペテロの前にひざまずいてお

辞儀をした。 

3)使徒10:45,その家に聖霊が臨むようになった。 

3.世の中の人々が知らない災いがみなさん通じて,解決される。 

1)使徒10:38,「それは、ナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊

と力を注がれました。このイエスは、神がともにおられたので、巡り

歩いて良いわざをなし、また悪魔に制せられているすべての者を

いやされました。」 

2)イダリア隊の百人隊長,使徒19:21,使徒23:11,使徒27:24ローマも見なけ

ればならない。そこに福音の光を照らすようにするのだ。 

3)この人たちの祝福が250年間、影響を及ぼして、250年後にローマ皇

帝がキリストを主と認めた。 

4.結論-霊的DNA 

▲福音を悟って絶対者のことを見れば、霊的DNAは変わる。(Ⅱコリン

ト5:17,キリストの中にあれば新しい被造物だ。ヨハネ5:24,) 

1)嚢中之錐-神様の祝福を持っていれば現れるようになっている。 

2)使徒1:8,ただ聖霊があなたがたの上に臨まれるとき・・・私の限界を

越える奥義だ。 

3)ローマ16:25-2、,創世の前からとこしえまで・・・ 

▲現場でこの祝福を確認する一週間になるだろう. 

1．原因フォーラム 

1) 創3、6、11章   2) 使13、16、19章   3) 6つの個人問題 

 

2．誤った刻印フォーラム 

1) 私の位置    2) 固執    3) 思想、理念 

 

3．刻印を変えるフォーラム 

1) マタ16：13－20   2) ガラ2：20   3) ロマ16：25－27 

 

 

地域（区域）教材43課：地域を生かす地教会の奥義を持った教会 (使16：

15－18) 

 

▲まことの教会の復興は、教会堂に多くの人が集まったことにだけを基

準にしてはいけません。教会にいる信徒のそれぞれが、確信と信仰

で武装していなければならず、大部分のすべての問題が発生して進

行している地域の現場を生かすシステム回復がより一層重要です

が、これがまさに地教会です。 

1.地域現場の正確な状況を分からなければなりません。福音的な観点

で地域の偶像問題、経済状況、宗教状況、文化的現況をよく見回して

分析しなければならず、持続的に確認しながら、地域の問題をよく見

回して、地域の慢性的な問題や事件、事故、病気の類型を見れば、必

ず発生するしかない理由を捜し出して、また、地域に影響をおよぼす

宗教人、シャーマニズムの人々、経済人、政治家、学者など、暗やみ

の働きの震源地を確認しなければならないでしょう。 

2.地域現場で繰り広げる伝道運動で地域のために24時祈る人に、神様

は弟子に会うようにしてくださり、個人のタラッパンをする人に、タラッ

パンの門を開いてくださいます。定刻、常時、出会いの祈りを通して、

まことのタラッパンが始まれば、伝道の門が開かれて、祈りの答えが

現れ、みことばの働きが進行されるタラッパン運動が元気良く伸びて

いくようになり、急に悪化した地域の働き意図、地域のエリート、専門

家、シャーマニズムの人々、学生、産業人などを対象に、伝道のため

のチームの働きをしながら、地教会が形成されるのが効果的であり、

地域に伝道の門が開かれれば、漁場中心のミッションホームである

会堂(使徒17:1)、祈祷会(使徒16:12-15)、講堂(使徒19:8-12)、家庭中心

のミッションホーム、働き人中心のミッションホームが、非常に重要で

効果的です。また、伝道運動を広げていく中に、専門の現場を体験、

理解(シャーマニズム、いやし、学院、文化センター)と専門伝道(コロ

サイ4:2-18、Iコリント16:14-24、ローマ16:1-27)を進行しなければなら

ず、すべての働きが地域の状況に合うように進行されなければなり

ません。 

3.地教会の働きのために神様が準備されたことがあります。現場ごとに

伝道の時刻表に合うように、現わして会うようにされる人は、福音と伝

道の働きをよく理解した使命者と弟子として、重要な施設と財政を惜し

みなく献身しました。(使徒16:13-15,使徒17:1-6,使徒18:1-4)また、伝道

する当事者には、その時間ですが、神様は創世前から準備しておか

れた人、場所、システムで、正確な時刻表に合うように答えながら(ロ

ーマ16:25-27)すべての問題とすべての祝福が同時に存在する地教

会現場として持続的な福音運動が起きるとき、国家と民族と時代の問

題も解決されて、教会もその時代を指導する位置に立つようになりま

す。 

▲地域を生かす地教会運動だけが真の愛国であり、地教会の働きが上

手な教会は、最高の復興を味わうことができます。 

  



 

 

1)聖日1部(10月25日)→ サマリヤ伝道 (使8：4－8) 

希望がない現場で神様の計画を見ながら、心を一つに神様のみことばが私に刻印されて変わる時間を与えてくださり、

神様が私とともにおられることを味わうようになることを感謝します。サマリヤの中にある、創世前からの問題、長

い間続いている問題、家系の問題を知って、ただキリストのみことばで刻印、根、体質になって、神様の奇跡の働き

を味わえますように。私にキリストが刻印、根、体質となって、現場の暗やみが崩れて、神様の力が現れますように。

祈りで刻印を変えて生かす戦いを始めるようにさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。ア

ーメン 

 

2)聖日2部(10月25日)→ アフリカ宣教 (使8：26－40) 

ただキリストの福音を伝えて、時代ごとに災いを防ぐ伝道と宣教の証人と呼ばれ、この隊列に立って献身するように

させてくださる恵みを感謝します。契約を持った私の歩みごとに、神様が備えておかれたキリストが必要な人に会う

ようにさせてください。伝道と宣教のための私の歩みごとに、主の聖霊が語り、主の御使いを私に送って導いてくだ

さい。福音を伝えるこの出会いが永遠な答えの機会になり、永遠のいのちに達する祝福の証人として立つことができ

ますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン 

 

3)伝道企画チーム(10月25日)→ 地域（区域）教材42課:レムナントをたてる福音会堂の奥義を持った教会(使徒19:8-10) 

▲重職者のみなさんが、今の年齢には変化がたくさん起きる。それゆえ、今、みことばで刻印して力を得ることがと

ても重要だ。 

①聖書で重要に使った単語-散らされた者、隠された者、残った者→ これが英語でレムナント(Remnant)だ。重職者は

切り株レムナントで、子どもたちは新芽レムナントだ。 

②レムナントで見つけなければならない契約-申6:4-9(契約刻印),Ｉ列王19:14-18(7千弟子),Ⅱ列王6:8-24(ドタンの

町運動),イザヤ6:13(切り株),イザヤ60:1-22,イザヤ62:6-12,ルカ23:28,ヨハネ21:15-18,使徒19:8(会堂) 

③レムナントを育てることが小さいように見られるが未来にすばらしいことだ-ヨセフ(モーセ),サムエル(ダビデ),エ

リヤ(エリシャ),ペテロとパウロ,ローマ16章の人  々

④結論-刻印を変える運動をしなさい。神様の力を毎日回復して味わいなさい。 

 

4)駐韓海外使命者集い(10月25日)→ 実行(3つの今日の流れ,随行,時刻表) 

 

5)テキコの集い(10月25日)→ 衣装,ビューティー(美容)専門家 

①(衣装,美容)聖書の証拠-使徒9:36-43(タビタのうつわと水準),使徒10:1-6(皮なめしシモン),使徒16:11-15(紫布商

人ルデヤ) 

②(衣装,美容は)伝道と宣教の道具-あることをよく活用しなさい(90%はここでみな出てくる),問題が生ずれば反対の

ことを活用しなさい。ないことも活用しなさい(再創造の働き),科学的なことを活用しなさい(方法),霊的なことを

活用しなさい(この力はものすごい。根本になる)→ 衣装,美容宣教師! 

 

6)フィリピン(バギオ)レムナント集会(10月27日-28日)→  

▲1講:レムナントの刻印(創世記37:11) 

①序論-レムナント7人の刻印が変わる瞬間、運命が変わって生かしてあまりある。 

②根本-創世記3章(創世記3:15刻印),創世記6章(創世記6:14刻印),創世記11章(創世記12:3刻印させなさい) 

③レムナント7人-ヨセフ(創世記37:1-11),ダビデ(詩78:70-72),エリシャ(Ⅱ列王2:9-11,Ⅱ列王6:8-24) 

④どのようにするのか-本を読みなさい(偉人,宣教師,専門性に関する本),聖書(真実を語っている),祈り(霊的事実を

見るようになる)→ このときからする勉強が本当の勉強,このときから本当の事業ができる。 

⑤結論-刻印させる方法は一心,根を下ろす方法は全心,体質を変える方法は持続だ。(申6:4-9,Ｉサムエル7:1-5,Ｉサ

ムエル16:13,カルバリ山,オリーブ山,マルコの屋上の間) 

▲2講:レムナントの根(創世記39:1-9) 

①序論-私のストーリーを見つけなさい。(メンター-クロスビー,エジソン,ロックフェラー,リンカーン,シュワッブ,

ワナメイカー) 

②他のもの(サタン)で根を下ろした人 -々エジプト,ペリシテ,アッシリヤ,アラム,バビロン,ローマ,ユダヤ人,3団体→ 

創世記3章,6章,11章で根を下ろしている。 

③レムナント7人がおろした根-創世記37:11,創世記39:1-6,創世記40:1-20,出3:1-8,Ｉサムエル1:9-11,Ｉサムエル

17:1-47,Ⅱ列王2:9-11,Ⅱ列王6:8-24,イザヤ6:13,ピリピ3:1-20。 

④未来-あらかじめ成功させなさい。誰も持っていくことができない唯一性の答えを与える。世界を生かせるようにサ

ミットにしなさい。(ヨセフ総理,ダビデ王,パウロ宣教師) 

⑤結論- Remnant(フィリピン生かすために残った者,残りの者,残る者,残しゆく者として呼ばれた) 

▲3講:レムナントの体質(使徒1:1,3,8) 

①序論-神様とともに(ヨセフ-創世記39:2,4-6,ダビデ-詩23:1,初代教会-使徒1:14) 

②結論を知っているのだ(その日にならなければならない)-エジプトを恐れずにエジプトを生かしなさい。そのために

あなたを呼ばれた。光と塩だから行きなさい。霊的な目を開いて、他の人が見られないこと、行かないところ、で

きないことをするようになる。だまされてはならない。神様が私の日を備えておかれた。 

③結果を知っている-マタイ24:14(すべての民族に福音が宣べ伝えられた後に),使徒1:3(神の国が臨むようになる。待

てば良い),使徒1:8(地の果てまで証人になる) 

④時刻表を知っている-私の小さい祈りを見つけなさい。使徒2:1,使徒2:6-11,使徒2:17-18,使徒2:41,使徒2:46-47,使

徒11:19,使徒19:21,使徒23:11,使徒27:24→ これが体質化(味わうこと)だ。 

⑤結論-使徒1:1(カルバリ山-天命-一心-24-唯一性答え),使徒1:3(オリーブ山-召命-全心-25-サミット),使徒1:8(マル

コの屋上の間-使命-持続-永遠-伝道弟子) 

 

7)産業宣教(10月31日)→ 一心全心持続3つの方向(39)-創世記3章の問題(創世記3:4-5) 

▲三種類の信徒-①創世記3章の文化の中にまだいる私 ②私を越えて神様と同行する私(完全な者だ)③神様と同行す

れば新しい私(天命、召命、使命が出てくる) 

①こんにちの問題(どうしてもだめな理由は創世の前に起きた問題だ)-世の中(精神病),教会(未自立),宗教界(紛争) 

②サタンの戦略(この部分を分かれば、必ず答えを受けて勝利)-創世記3:4-5(15),創世記6:4-5(14),創世記11:1-8(創

世記12:3) 

③未信者は臨時の成功(私たちは未信者を生かす理由を知っている)-使徒13:1-12,使徒16:16-18,使徒19:8-20。この人

たちを私たちは生かさなければならない。 

④結論-この祝福を知っている人々がローマ16章まで行ったのだ。(裏面契約+ローマ16:17-20サタンがひざまずくこと

+ローマ16:25-27みなさんの働きは永遠に続く) 

 

8)伝道学(10月31日)→ 一心全心持続3つ方向(39)-刻印フォーラム 

▲原因フォーラム+誤った刻印フォーラム+刻印を変えるフォーラム 

 

9)核心訓練(10月31日)→ 一心全心持続3つ方向(39)-創世記3:15の成就者など 

▲聖書にだけ話していること-①ただ信仰(私/創世記3:5,宗教/創世記6:4-5,偶像/創世記11:1-8)②ただキリスト(Ｉヨ

ハネ3:8,ヨハネ14:6,マルコ10:45)③ただ証人(救いの働き/みことば成就/祈りの答えの中に私がいるべき-このとき、

命令(天命/召命/使命)が見えて、生活(一心/全心/持続)になる)この味を知れば、神様はみなさんに他の答えを準備

しておかれた。 

①原因と結果-世々に渡って長い間の原因(ローマ16:25),創世前原因(エペソ1:3-5),根本的問題(創世記3章,6章,11章),

文化問題(使徒13章,16章,19章),個人問題(6つ) 

②解決策とより大きい答え-刻印(創世記1:27-28,創世記3:15,創世記6:14創世記12:1-3→答えの開始),根(使徒13:1-4,

使徒16:-10,使徒19:1-7→ 実),体質になれば時代を変える。 

③方法-ひたすら(使徒1:14),聖霊で(使徒2:1,時刻表),キリストとともにいる私(ガラテヤ2:20) 

④結論-みことばの中で確認しなければならないこと3つ(100年の答え,1000年答え,永遠な答え) 

 

10)地域（区域）教材(11月1日)→ 43課:地域を生かす地教会の奥義を持った教会(使徒16:15-18) 

週間メッセージの流れ (2015.10.25.-2015.10.31.) 


